
性別 種目 １位 ２位 ３位

１００ｍ 石川　純   10.87 川野　直人  11.03 長末　慎之介 11.19

風:+1.2 一宮(3) 邑久(3) 操山(2)

２００ｍ 川野　直人  22.03 石川　純   22.43 築山　隆典  22.48

男 風:-1.0 邑久(3) 一宮(3) 美作(3)

４００ｍ 光木　智   49.25 木村　大輝  50.21 鷺原　正直  50.73

子 倉敷工(3) 玉野商(3) 一宮(2)

８００ｍ 大栁　拓也   1:54.90 岡﨑　達郎   1:55.29 監物　稔浩   1:58.38

ト 山陽(3) 西大寺(3) 山陽(2)

１５００ｍ 岡﨑　達郎   3:57.11 村上　智一   3:58.02 井平　智之   3:58.27

ラ 西大寺(3) 倉敷(3) 倉敷(2)

５０００ｍ 井平　智之  15:18.23 高橋　俊光  15:19.38 甲斐　昇   15:21.21

ッ 倉敷(2) 倉敷商(3) 倉敷(3)

１１０ｍＨ 田槇　佑吏生 14.95 山室　佑弥  15.33 黒田　航太  15.34

ク 風:-0.9 倉敷工(3) 古城池(3) 岡山工(2)

４００ｍＨ 山室　佑弥  54.68 光木　智   55.37 水畑　和也  56.52

古城池(2) 倉敷工(2) 玉野光南(2)

３０００ｍＳＣ 上山田　真也  9:29.38 小垰　雄典   9:46.44 浅井　宏太   9:48.79

倉敷(3) 興譲館(2) 西大寺(2)

５０００ｍＷ 野崎　秀明  23:21.26 細中　生麻  24:08.57 田邉　徳之  24:13.27

邑久(3) 邑久(2) 倉敷南(3)

４×１００ｍ 倉敷工 41.76 玉野光南 41.92 岡山工 42.25

   田槇　佑吏生    林　和宏    竜門　諒

   三宅　洋平    児子　敏章    眞田　明人

   滝波　祐樹    武田　圭倫    上杉　浩平

   奥山　雄大    山本　雄大    徳永　大地

４×４００ｍ 倉敷工  3:22.55 玉野光南  3:24.21 岡山一宮  3:25.26

   難波　卓也    正本　貴宏    内藤　薫

   三宅　洋平    水畑　和也    妹尾　英司

   滝波　祐樹    山本　雄大    林　拓人

   光木　智    天野　英輝    鷺原　正直

男 走高跳 山本　雄大  1m97 永山　雄基  1m94 常浦　光希  1m85

玉野光南(2) 新見(2) 高梁(3)

子 棒高跳 山元　勇輝  3m90 平岡　駿典  3m50 小山　賢司  3m40

玉野光南(2) 玉野光南(2) 玉野光南(2)

フ 走幅跳 井口　晃輝    6m89 大枝　優介    6m88 奥山　雄大    6m81

美作(3)+0.2 城東(1)+1.0 倉敷工(2)+0.1

ィ 三段跳 松井　亮賢   13m71 井口　晃輝   13m67 片山　和隆   13m46

倉敷工(2)+0.3 美作(3)-1.4 倉敷工(3)+0.9

｜ 砲丸投 時岡　祥孝   14m82 戸田　里    14m60 野崎　雄介   13m36

美作(3) NPR 玉野光南(2) NPR 笠岡商(3)

ル 円盤投 時岡　祥孝   49m40 三好　和馬   43m98 野崎　雄介   41m38

美作(3) 水島工(3) 笠岡商(3)

ド ハンマー投 時岡　祥孝   52m58 山田　啓人   52m05 松尾　佳浩   51m03

美作(3) NGR 金光学園(3) NGR 倉敷工(3)

やり投 西森  大展  58m09 八木　勇馬   55m13 松井　弘貴   53m40

金光学園(3) 総社南(2) 金光学園(2)

８種競技 松本　貴之   4906 菅　雄晶    4799 松尾　佳浩   4343

関西(3) 天城(3) 倉敷工(3)

学校対抗 倉敷工業 １３６点 玉野光南 ８７．５点 美作 ５４点
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性別 種目 １位 ２位 ３位

１００ｍ 川本　詩野  12.72 岡本　侑子  12.76 田口　果奈  12.77

風:+0.2 大安寺(3) 西大寺(3) 美作(3)

２００ｍ 中井　佑美  25.59 田口　果奈  26.05 森永　早紀  26.16

女 風:-1.1 岡山東商(2) 美作(3) 倉敷中央(1)

４００ｍ 中井　佑美  57.97 瓜生　千明  59.48 天本　敦子  59.89

子 岡山東商(2) 倉敷中央(3) 城東(3)

８００ｍ 小原　怜    2:11.68 堤　愛華    2:15.26 瓜生　千明   2:15.50

ト 興譲館(2) NGR 興譲館(1) 倉敷中央(3)

１５００ｍ 小原　怜    4:27.29 久保木亜衣   4:34.42 福永　真子   4:39.51

ラ 興譲館(2) NGR 興譲館(2) 興譲館(3)

３０００ｍ 春成　桃    9:33.38 前田　美江   9:36.39 猪木　美沙子 10:27.17

ッ 興譲館(3) 興譲館(3) 倉敷中央(3)

１００ｍＨ 岡本　侑子  14.72 石川　早紀  15.36 泉　侑希   15.40

ク 風:+1.3 西大寺(3) 一宮(2) 倉敷商(3)

４００ｍＨ 松本　真由子 64.20 若林　千裕  64.30 西　春奈   66.58

岡山東商(3) 玉野光南(3) 邑久(3)

３０００ｍＷ 井手　小鈴  14:51.38 柏木　衿香  14:57.24 田中　綾香  14:58.42

邑久(3) 就実(1) 興譲館(2)

４×１００ｍ 倉敷中央 48.69 大安寺 49.39 岡山城東 49.56

   石田　美鈴    清川　由衣    川上　裕加

   清水　祐希    川本　詩野    柴田　充子

   平田　梓    草地　由貴    天本　敦子

   森永　早紀    板野　理沙    米満　彩

４×４００ｍ 岡山東商  3:56.89 倉敷中央  3:58.57 玉野光南  4:07.01

   河合　菜緒    吉本　亜矢    小室　麻衣子

   中井　佑美    森永　早紀    吉岡　史穂

   神坂　文子    山村　遥    岡田　麻友子

   松本　真由子    瓜生　千明    若林　千裕

走高跳 松本　真由子 1m63 小野　祐里  1m51 湯谷　知世  1m51

女 岡山東商(3) 後楽館(1) 古城池(3)

子 走幅跳 林　有希子    5m71 中田　菜奈    5m61 小橋　美紀    5m54

フ 岡山東商(3)+1.4 総社南(3)+0.4 一宮(3)+0.3

ィ 砲丸投 吉武　由佳子  12m19 小野　祐紀子  10m98 三村　朱加   10m92

｜ 就実(3) 就実(2) 玉野光南(3)

ル 円盤投 小野　祐紀子  40m66 畑中　未奈   34m87 宇埜　由望奈　  34m82

ド 就実(2) 美作(2) 青陵(2)

やり投 萬代　知子   43m13 岡馬　未来   42m28 横田　まどか  36m69

津山(3) 就実(2) 就実(3)

7種競技 仙木　弓美   4215 片山　恵    3759 瓜生　愛実   3662

岡山東商(2) 一宮(3) 倉敷中央(3)

学校対抗 倉敷中央 １０７点 岡山東商業 ７５点 興譲館 ７５点

（学校対抗　２位３位は優勝者数の差による）


